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筆記用品

ボールペン

※表示価格は税抜きです。別途消費税が2014年3月31日までは5％、2014年4月1日からは8％、加算されます。

P37〜 スマホ・タブレット
関連商品 P656〜 ボールペン替芯

エコ商品ねっと
掲載

④〜�のみ④〜�のみ ④〜�のみ

ボール径 0.5mmボール径 0.38mm

ボール径 0.7mm ボール径 1.0mm

スタンダード ラバーボディ

超 ・ 低摩擦
ジェットストリームインク搭載 !
筆記抵抗が低く、スルスルと滑るような書き味。
三菱鉛筆従来品（油性ボールペン）の速度4.5m/分・150g
荷重における筆記摩擦抵抗を100％とした場合、
JETSTREAMの筆記摩擦抵抗は、約45％軽減しております。
※この数値は、1.0m/mボールのものです。

先進の機能と
次世代デザインの融合
極めて滑らかであること。

●① ●② ●③

●⑱

三菱鉛筆試験による

三菱鉛筆従来品（油性ボールペン）

三菱鉛筆  ジェットストリーム ラバーボディ
各色　ボール径 ： 0.7m/m　¥250　（1/10）

色 注文番号 品番 色 注文番号 品番
●メタリックオレンジ ①2772410 SXN25007M.4 ●ガンメタリック ③2772412 SXN25007.43
●シルバー ②2772411 SXN25007.26
ノック式　サイズ：径11.3×長141.5m/m　インク色 ： 黒　替芯 ： SXR-7

各色　ボール径 ： 0.5m/m　¥150　（1/10）
色 注文番号 品番 色 注文番号 品番

●黒 ⑪2773518 SXN15005.24 ●ライトピンク ⑮2773522 SXN15005.51
●赤 ⑫2773519 SXN15005.15 ●ラベンダー ⑯2773523 SXN15005.34
●青 ⑬2773520 SXN15005.33 ●アプリコット ⑰2773524 SXN15005.54
●スカイブルー ⑭2773521 SXN15005.48
ノック式　サイズ：径11.3×長139.6m/m　インク色 ： ⑪⑭〜⑰黒⑫赤⑬青　替芯 ： SXR-5

各色　ボール径 ： 0.7m/m　¥150　（1/10）
色 注文番号 品番 色 注文番号 品番

●黒 ⑱2771910 SXN15007.24 ●水色 �2771907 SXN15007.8
●赤 ⑲2771909 SXN15007.15 ●ピンク �2771906 SXN15007.13
●青 ⑳2771908 SXN15007.33 ●緑 �2771905 SXN15007.6

ノック式　サイズ：径11.3×長139.6m/m　インク色 ： ⑱�〜�黒⑲赤⑳青　替芯 ： SXR-7

各色　ボール径 ： 1.0m/m　¥150　（1/10）
色 注文番号 品番 色 注文番号 品番

●黒 �2771913 SXN15010.24 ●青 �2771911 SXN15010.33
●赤 �2771912 SXN15010.15

ノック式　サイズ：径11.3×長139.6m/m　インク色 ： �黒�赤�青　替芯 ： SXR-10

カラーインク
各色　ボール径 ： 0.5m/m　¥150　（1/10）

色 注文番号 品番 色 注文番号 品番
●青 �2772801 SXN150C05.33 ●オレンジ �2772805 SXN150C05.4
●ライトブルー �2772802 SXN150C05.8 ●ベビーピンク �2772806 SXN150C05.68
●緑 �2772803 SXN150C05.6 ●赤 �2772807 SXN150C05.15
●ライムグリーン �2772804 SXN150C05.5 ●パープル �2772808 SXN150C05.11
ノック式　サイズ：径11.3×長139.6m/m　替芯 ： ��SXR-5（青・赤のみ）

各色　ボール径 ： 0.7m/m　¥150　（1/10）
色 注文番号 品番 色 注文番号 品番

●青 �2772809 SXN150C07.33 ●オレンジ �2772813 SXN150C07.4
●ライトブルー �2772810 SXN150C07.8 ●ベビーピンク �2772814 SXN150C07.68
●緑 �2772811 SXN150C07.6 ●赤 �2772812 SXN150C07.15
●ライムグリーン �2772815 SXN150C07.5 ●パープル �2772816 SXN150C07.11
ノック式　サイズ：径11.3×長139.6m/m　替芯 ： ��SXR-7（青・赤のみ）

カラーインク

●� ●� ●� ●� ●� ●� ●� ●�

●⑫●⑪ ●⑬ ●⑭ ●⑮ ●⑯ ●⑰

●⑲ ●⑳ ●� ●� ●� ●� ●� ●�

スタンダード
各色　ボール径 ： 0.38m/m　¥150　（1/10）

色 注文番号 品番 色 注文番号 品番
●黒 ④2776950 SXN15038.24 ●ライトピンク ⑧2776954 SXN15038.51
●赤 ⑤2776949 SXN15038.15 ●ラベンダー ⑨2776952 SXN15038.34
●青 ⑥2776951 SXN15038.33 ●アプリコット ⑩2776955 SXN15038.54
●スカイブルー ⑦2776953 SXN15038.48
ノック式　サイズ：径11.3×長139.6m/m　インク色 ： ④⑦〜⑩黒⑤赤⑥青　替芯 ： SXR-38

●④ ●⑤ ●⑥ ●⑦ ●⑧ ●⑨ ●⑩
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